
特別展
「文房四宝ー清閑なる時を求めて」
中国の文人を
魅了し続けた
「文房四宝（筆、
墨、硯、紙）」の
世界を、明～清
時代を中心に
約150点で紹介します。
6/30（日）まで9:30～17:00（入館は

16:30まで）、月曜休館（月曜が祝日の場合
は翌平日）

市役所の屋上緑化施設を
一般公開
都市部のヒートアイランド現象の緩和の
ため整備した屋上の緑化施設を公開して
います。
11/8までの第2・4金曜13:00～15:30
市役所屋上
建設局緑化課
6469-3857　 6469-3895

さい。小学生以下は保護者同伴。
5/25（土）13:00～15:00※雨天中止
集合：自然史博物館 玄関前ポーチ
入園料：大人200円ほか
自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

児童虐待の通告・相談は、24時間365日対応の

にお電話ください。

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7285

保育士の資格をもたない方でも、本研修
の受講・修了により、全国共通の「子育て
支援員」として認定され、保育所等の保育
現場で働くことができます。保育士不足
の中、保育に関心があり、共に保育を担っ
ていただける受講者を募集中。定員600
人（市内保育施設で従事中（予定）の方、市
内居住者優先）。
5月より9回開催
愛日会館（中央区）ほか
テキスト代5,000円～5,500円
区役所などで配布（ にも掲載）する

募集要項をご覧ください。
こども青少年局保育企画課
6208-8340　 6202-9050

書いて、 福祉局地域福祉課へ送付。
6208-7958　 6202-0990

子育て支援員研修

花と緑あふれる地域づくりを推進してい
ただくグリーンコーディネーターとなる

ための講習会。受講資格など詳しくは
をご覧ください。定員24人。
6/5（水）～来年2/5（水）
花と緑と自然の情報センターほか
5/17 17:00
区役所、公園事務所で配布（ に

も掲載）する申込書に必要事項を書い
て、持参または送付で、〒553-0005 福島
区野田1-1-86 業務管理棟6階、建設局調
整課へ。
6469-3855　 6469-3895

大阪市グリーンコーディネーター
育成講習会

大阪市男女共同参画審議会の
公募委員

男女が互いの人権を尊重しつつ、個性と
能力を発揮できる社会にするための取り
組みを審議する公募委員。対象は市内在
住・在勤・在学で市職員等でない方。定員
2人。任期は8月から2年間。
5/31

促躍活の性女「、で付送はたま参持
進について、あなたが考えること」がテー
マの作文（800字程度）、別紙に住所（市外
の方は勤務先・通学先）・氏名・年齢・性別・
電話番号・これまでの取り組み（NPO、ボ
ランティア活動、研究テーマなど）を書い
て、 市民局男女共同参画課へ。
6208-9156　 6202-7073

福祉・介護の仕事のやりがいや魅力が伝わ
るエピソード（体験談）。受賞作品は専門学
校生により漫画化され、 で公開します。
応募資格など詳しくは をご覧ください。
7/12（消印有効）

に掲載の応募用紙に必要事項を

「みおつくし福祉・介護の仕事
きらめき大賞2019」のエピソード

「セイコーゴールデングランプリ
 陸上2019大阪」サブイベント
①キッズデカスロンチャレンジ②10mタ
イムトライアルチャレンジ｡①の参加者の
中から抽選で、優勝者への花束プレゼン
ターや旗を持って入場するフラッグベア
ラーの参加特典があります。対象は①市
内在住の小学生。定員60人②参加自由。
5/19（日）
①9:00～10:00②11:00～14:00
ヤンマースタジアム長居
①5/6
① で。
経済戦略局スポーツ課
6469-3883　 6469-3898

の方を無料で招待します。定員1万人（先
着順）。
5/25（土）15:00～
ヤンマースタジアム長居
ホームページで。
セレッソ大阪
6609-3720　 6609-3760

第13期 市民後見人養成講座
オリエンテーション
市民後見人養成講座を受講するための
事前説明会。対象は市内在住・在勤で、
3/31現在24歳～68歳の方。定員各
100人（先着順）。
①5/15（水）14:00～16:00
②5/16（木）18:30～20:30
③5/18（土）14:00～16:00
①②住まい情報センター
③社会福祉研修・情報センター
①5/13②5/14③5/16（いずれも消

印有効）
ハガキ・ファックス・ で、住所・

氏名・年齢・電話番号・参加希望日を書
いて、〒557-0024 西成区出城2-5-20 
社会福祉研修・情報センター3階 大阪市
成年後見支援センターへ。
4392-8282　 4392-8900

長居植物園案内
「初夏の昆虫探し」
花に集まるチョウ
やハチ、水辺のト
ンボなど初夏の
昆虫を観察しよ
う。筆記具のほ
か、虫めがねや図
鑑をご持参くだ

コレクション展
「花香鳥語 ー中国明清の絵画ー」

中国・明～清時代の院体画・文人画に描き
出された、花や鳥の華麗な競艶が楽しめ
ます。
5/12（日）まで 9:30～17:00（入館

は16:30まで）、会期中の休館日なし
市立美術館
大人300円ほか
市立美術館
6771-4874　 6771-4856

《罌粟図》 王武　清時代・康熙15年（1676） 本館蔵

企画展示「サムライたちの躍動
ー大阪城天守閣名品セレクションー」
天守閣のコレクションの中から武家文化
に関する資料を厳選して公開。合戦図屏
風や武器・武具など、サムライたちの躍
動感あふれる展示をご覧ください。

5/22（水）～7/17（水）9:00～17:00
（入館は16:30まで）
大阪城天守閣
入館料：大人600円ほか
大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

〉蔵人個〈）扇6・5・4隻左（風屏図戦合国戦

堆朱 具利文 筆 ［明時代初期］

2019春のローズツアー

バラの名所として親しまれている市内のバ
ラ園で、開花に合わせローズツアーや講習
会を開催。詳しくは をご覧ください。
① 花博記念公園鶴見緑地

5/9（木）・10（金）10:30～、13:30～
6911-8787　 6911-8714

② 中之島公園
5/14（火）・15（水）10:30～、14:00～
6312-8121　 6312-3403

③ 靱公園
5/16（木）・17（金）10:30～、14:00～
6941-1144　 6943-6877

うつぼ

①

②

（男）Ⅰ 45名程度

（女）Ⅰ 数名程度

（男）Ⅱ 40名程度

（女）Ⅱ 数名程度

（男）Ⅱ 30名程度

（女）Ⅱ 5名程度

40名程度

15名程度

試験区分 採用予定者数

消防吏員A
22歳～27歳
大学卒程度

消防吏員B
18歳～21歳
高校卒程度

保育士B 20歳～34歳
短大卒程度

保育士A 22歳～34歳
大学卒程度

大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

市職員（保育士・消防吏員）

合格者は、①来年4/1②10/1採用予定。
受験資格など詳しくは をご覧ください。
第1次試験日：6/23（日）
5/8 9:00 ～ 5/17 12:00に原則 で。

セレッソ大阪
「大阪市民招待デー」

©2018 CEREZO OSAKA

初夏の

へ行こう

入園料：大人500円ほか
天王寺動物園
6771-8401
6772-4633

標本や実際のエサなどを使いながら、
肉食動物や草食動物、爬虫類など、
毎日数種類のガイドを実施します。
5/3（金・祝）・4（土・祝）13：30～、
5（日・祝）14：15～
多目的広場

こんにちは動物くん！
ヒツジが夏を涼しく過ごせるよう、大
きなハサミやバリカンで毛を刈る様
子を見られます。
5/8（水）10:00～
ふれあい広場

ヒツジの毛刈り

天王寺動物園
イベント満載！

G20大阪サミット  6月28・29日開催！
東洋陶磁美術館
大人1,200円ほか
東洋陶磁美術館
6223-0055　 6223-0057

　リーグFC東京戦に市内在住・在勤・在学
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